
令和２年度 第２回遠野テレビ放送番組審議会 

 

日 時  令和３年２月16日（火） 

午後１時30分 

                    会 場  市役所とぴあ庁舎大会議室 

 

 - 次   第 - 

 

１ 開  会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 報  告 

 （１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

 

 （２）その他報告事項 

 

 

４ 審 議 

 （１）放送番組の編集に関する基本計画及び遠野テレビ放送番組基準について 

 

（２）令和３年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画（案）について 

 

 （３）その他 

 

５ そ の 他 

 （１）ＦＴＴＨ整備の概要について 

 

（２）Ｌ字（データ）放送の緊急情報の改善について 

      

  

 

６ 閉  会  
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遠野テレビ放送番組審議会委員名簿 

NO 氏 名 住 所（町名のみ） 備 考 

1 菊池
キクチ

 崇
タカシ

 遠野市宮守町（鱒沢） 会長 

2 石
イシ

直
ジキ

 亮彦
アキヒコ

 遠野市附馬牛町 副会長 

3 赤坂
アカサカ

 千賀子
チ カ コ

 遠野市大工町 ※欠席 

4 菅田
スガタ

 トシ子 遠野市綾織町 ※欠席 

5 小笠原
オガサワラ

 晃
アキラ

 遠野市小友町  

6 菊池
キクチ

 タキ 遠野市松崎町  

7 立花
タチバナ

 和子
カズコ

 遠野市土淵町  

8 藤原
フジワラ

  稔
ミノル

 遠野市青笹町 ※欠席 

9 荻野
オギノ

 高見
タカミ

 遠野市上郷町  

10 千葉
チ バ

 孝造
コウゾウ

 遠野市宮守町（下宮守）  

11 中村
ナカムラ

 孝子
タカコ

 遠野市宮守町（達曽部）  

12 菊池
キクチ

 武彦
タケヒコ

 遠野市宮守町（下宮守）  

 

１ 根拠規定：遠野ケーブルテレビジョン放送施設条例（第 32 条） 

 

２ 任  期：令和２年４月１日から令和４年３月 31 日まで（２年間） 

 

３ 放送番組審議会の任務： 

市長の諮問に応じ、放送番組の適正化を図るため、次の事項について審議し、

答申する。 

（１）遠野テレビ番組基準の制定又は変更 

（２）放送番組の編集に関する基本計画の制定又は変更 

（３）その他審議会の目的を達成するために必要な事項 

 

４ 審議会への報告義務： 

次の事項を放送事業者から報告を受ける。 

（１）審議会が諮問に応じ答申した又は意見を述べた事項に対する措置の内容 

（２）法令の規定による訂正又は取り消しの放送の実施状況 

（３）放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要 
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（参考） 

放送法 

(放送番組審議機関) 

第６条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関（以下「審議機関」とい

う。）を置くものとする。 

２ 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほ

か、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 

３ 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、審議機関に諮問しなければならない。  

４ 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項が

あるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 

５ 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しな

ければならない。 

一 前項の規定により講じた措置の内容 

二 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 

三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 

６ 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関

の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表

しなければならない。 

一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その

他審議機関の議事の概要 

二 第四項の規定により講じた措置の内容 

 

遠野市ケーブルテレビジョン放送施設条例 

第８章 審議会 

(審議会の設置) 

第 32 条 放送番組の適正を図るため、諮問機関として、放送法第６条第１項の規定に基づき、遠

野テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織等) 

第 33 条 審議会は、委員５人以上で組織する。 

２ 委員は、遠野テレビの番組を視聴することができる者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

(会議) 

第 34 条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員総数の過半数の出席により成立する。 

３ 審議会は、年２回以上開催する。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(庶務) 

第 35 条 審議会の庶務は、総務企画部において処理する。 
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３ 報  告 

 

（１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの中止が多い中で、

各番組の取材は検温やマスク着用などの対策をとりながら行った。 

 さらに、市民の新型コロナウイル感染症対策として遠野健康福祉の里の協力を得ながら

「新しい生活様式の実践」をニュース番組「とおのタイム」内で放送し、市民への啓発を行

っている。 

 

 

 

 

 

 

ア 令和２年７月から令和３年２月まで放送になった主なニュース項目 

７月 

７月２日      第２次遠野市総合計画後期基本計画にかかる講演会 

７月３日      市内でイノシシ捕獲 

７月15日      岩手県小学校陸上競技交流大会遠野の児童が活躍 

７月20日      ＳＬ銀河 運行再開 

７月22日      市内小中学校で１学期終業式 

７月23日      「新編遠野市史 現代編」刊行 

   

８月 

８月10日      小友ベアーズ野球スポーツ少年団優勝報告 

８月17日      ＳＬ銀河 本年度最終運行 

８月27日      新型コロナウイルス感染症 市内で５人感染確認 

８月31日      市内感染接触者 PCR検査すべて陽性 

※市内で初めて新型コロナウイルス感染が確認されたとから26日地デジ10CH、11CHで緊

急テロップ並びに音声告知放送で周知 

 

９月 

９月１日～17日   遠野市議会９月定例会 生中継 

９月７日      遠野市・遠野ふるさと商社合同記者発表 

９月18日      一番搾り とれたてホップ生ビール初仕込み式 

９月21日      アイオン台風被害写真展 

９月30日      旧三田屋ありがとうの会 

 

10月 

10月１日      新遠野市誕生から１５年 

10月７日      絶景！高清水からの雲海 

10月12日      釜石線全線開通７０周年記念号運行 

10月16日      日本夜景遺産認定・めがね橋ライトアップを花火で祝う 

10月28日      遠野市乗馬市場 

 

 

【「新しい生活様式の実践」内容】 

◇人と人との距離を確保       ◇外出時・会話時はマスクを着用 

◇２回/１時間 室内を換気      ◇食事は栄養バランスを考えて！ 

◇手洗いは石けんで丁寧に      ◇３密（密集・密閉・密接）を避ける 

◇毎日の健康管理          ◇イベント・集会～感染対策の徹底～ 
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11月 

11月４日      重要文化財「千葉家住宅」修理工事見学会 

11月９日      遠野北小学校創立５０周年記念式典 

11月17日      こども本の森 遠野起工式 

11月25日      遠野駅前のイルミネーション 

 

12月 

12月１日～11日   12月遠野市議会定例会 生中継 

12月４日      遠野物語ファンタジー旗揚げ会 

12月17日      オンライン版あすチャレ！Academy 

12月21日      映画「どこかに美しい村はないか」遠野市民のための上映会 

12月22日      遠野13区冬ホタルイルミネーション 

12月26日～１月11日 年末年始特別編成 

12月28日      歳末助け合い演芸大会 

12月29日       とおのタイム総集編2019 

12月28日      遠高Watchingダイジェスト2019 

12月28日      緑峰TODAYダイジェスト2019 

 

１月 

１月４日      産業振興やＦＴＴＨ化などへ向け辞令交付 

１月７日      遠野物語ファンタジー公演を前に入場券配布始まる 

１月11日      令和３年遠野市消防出初式 

 〃        成人式「はたちのつどい」輪～今だから言えるありがとう～ 

１月13日      緑峰生が育てた牛 和牛甲子園へ 

１月18日      地域で子どもを育てる活動発表会 

１月25日      遠野文化遺産セッション 

１月27日      遠野市地域見守り活動に関する協力協定書締結 

１月29日      新型コロナワクチン接種対策室設置などを確認 

 

２月 

２月１日      共生社会フォーラム 

２月２日      きょう２月２日 124年ぶりの節分 
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 「とおのタイム」枠内企画 

番組名 放送日 企画者 番組内容 

川柳に親しむ 毎週 木曜日 遠野川柳会 遠野川柳会会員の作品を紹介 

求人情報 毎週 月曜日 
ハローワーク遠

野 

ハローワーク遠野からの求人

情報  

とおのっこバン

ザイ 
毎月 第４火曜日 遠野市保育協会 

園児たちの普段の園生活の様

子を紹介 

アスト通信 毎週 水曜日 市畜産園芸課 農林畜産業情報 

緑峰 TODAY 毎月 第４木曜日 
遠野緑峰高校放

送委員会 

学校行事や生徒たちの活躍を

紹介 

遠高 Watching 毎月 第４金曜日 
遠野高校報道委

員会 

学校行事や生徒たちの活躍を

紹介 

慶弔情報 
毎週 月曜日～ 

金曜日 
市市民課 

結婚・出生・死亡届に基づく

情報提供 

月イチリポート 毎月１回 遠野テレビ 
「こだわり」を持って頑張る

市民・グループを紹介 

わらすっこナビ 毎月１回 市こども政策課 
遠野市の子育てに関する情報

発信コーナー 

羽ばたけ！金の

タマゴ 
毎月１回 遠野テレビ 

市内で活躍する小学生を紹

介。 

おらほの輝き 随時 市市民協働課 

地区センターが地域の話題を

撮影から原稿作成までを行い

情報を発信。 

広げよう健幸の

ＷＡ 
随時 健康福祉の里 

ウオーキング事業の紹介の他 

上手な歩き方のコツなど紹介 

 

  ※「月イチリポート」と「羽ばたけ！金のタマゴ」は現在収録休止中。 

新型コロナウイルスの状況を注視しながら再開時期を検討する。 
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ウ 自主放送企画番組等 

番組名 放送内容 放送日 

とおのばえる＃１６ 遠野の『映える』映像を集めたフィラー番組 ８月１日～ 

遠野市中学校 

総合体育大会 

中総体地区大会の全競技をダイジェスト編

集して番組化 

８月１日 

８月２日 

TONO MUSIC FESTA 2020 

昨年に続き２回目となる遠野市民センター

で開催された高校生たちによる音楽イベン

ト 

８月29日 

８月30日 

ちゃりナビシーズン２

＃１「涼を求めて」稲

荷穴を目指して 

遠野市内を自転車で巡るロードムービー ８月15日～ 

遠野物語１１０周年記

念番組「遠野ふしぎ再

発見！」＃２ 

遠野物語発刊110周年を記念して作成した遠

野物語を題材としたクイズ番組 
８月29日～ 

とおのばえる＃１７ 
遠野の『映える』映像を集めたフィラー番

組 
９月１日～ 

おうちで英会話 

lessen１ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
９月１日～ 

市制施行１５周年 

記念式典 

新遠野市が誕生して１５周年を記念して開

催された記念式典 
10月１日～ 

第22回わたしの主張 

遠野地区大会 

みやもりホールで開催された市内中学校生

徒による弁論大会 

10月10日 

10月11日 

おうちで英会話 

lessen２ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
10月１日～ 

とおのばえる＃１８ 
遠野の『映える』映像を集めたフィラー番

組 
11月１日～ 

令和２年度遠野市内 

小学校陸上記録会 

遠野運動公園陸上競技場で開催された市内

小学校の陸上記録会 

11月７日 

11月８日 

ちゃりナビシーズン２

＃２「団子屋に寄り道

♪秋の重湍渓へ」 

遠野市内を自転車で巡るロードムービー 11月14日～ 

令和２年度遠野市 

小学校音楽祭 

市民センター大ホールで開催された市内小

学校児童による音楽発表会 

11月21日 

11月22日 

おうちで英会話 

lessen３ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
11月１日～ 
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番組名 放送内容 放送日 

おうちで英会話 

lessen４ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
12月１日～ 

遠野物語１１０周年記

念番組「遠野ふしぎ再

発見！」＃３ 

遠野物語発刊110周年を記念して作成した遠

野物語を題材としたクイズ番組 
12月５日～ 

第１５回遠野市民 

芸術祭 
市民センターで開催された市民芸術祭 

12月５日 

12月６日 

第１９回遠野地区 

中学校総合文化祭 

市民センター大ホールで開催された市内中

学校生徒による文化祭 

12月12日 

12月13日 

バレエスタジオ 

第４３回発表会 

市営バレエスタジオ主催の４３回目の発表

会 

12月26日 

12月27日 

とおのタイム総集編 年末特別番組 

12月29日 

12月30日 

12月31日 

遠高Watching 

ダイジェスト2020 
年末特別番組 

12月28日 

～ 

12月31日 

緑峰TODAY 

ダイジェスト2020 
年末特別番組 

12月28日 

～ 

12月31日 

おうちで英会話 

lessen５ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
１月４日～ 

遠野市消防出初式 消防出初式の模様を生中継 １月10日 

遠野市成人式 

はたちのつどい 
成人式の模様を生中継 １月10日 

おうちで英会話 

lessen６ 

テレビを見ながら自宅でできる簡単英会話

教室 
２月１日～ 

 

※２月20日      第46回市民の舞台遠野物語ファンタジー『遠野猫譚』 

ＡＭ10：30～     ※第２回公演のみ生中継実施予定（初の試み） 

 

※３月７日      防災の集い 

            ※縮小開催に伴い生中継実施予定（初の試み） 
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エ 他局制作番組 

番組名 放送月 本編 制作局 番組内容 

きっこのアイアン

クッキング 
毎月 30 分 水沢テレビ 

南部鉄器を使用した調理器具で、

各種料理を紹介 

杣遊カップ 

第３回クップ大会 
７月 120 分 住田テレビ 

住田町で開催されたクップ大会の

模様 

ワンコだらけの 

運動会 
７月 60 分 

一関ケーブル

ネットワーク 

一関市で開催されたレースなどを

通じた交流会の模様 

大東大原 

水かけ祭り 
７月 30 分 

一関ケーブル

ネットワーク 

一関市で開催された水かけ祭りの

模様 

NHK「考えよう平

和」２０２０ 
８月 120 分 

NHK エンター

プライズ 

第２次世界大戦や広島・長崎の被

爆体験を語り継ぐ 

けーぶるにっぽん

「彩・JAPAN」 

1 月～

毎月 
30 分 

日本ケーブル

テレビ連盟 

色とりどりの美しさをまとう彩り

豊かなストーリー 

日本各地の『色』をテーマにした

番組 

月刊みちのく 

情報局 
毎月 30 分 

岩手県ＣＡＴ

Ｖ連絡協議会 
加盟局共同制作番組 

 

 

 

（２）その他の報告事項 

 

ア 法令の規定による訂正又は取り消しの放送の実施状況 

  該当なし 

 

イ 放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要 

  該当なし 

  

※月刊みちのく情報局は６月から新型コロナウイルスの影響で休止中 



11 
 

ウ 停波等の事故報告 

 ・放送法施行規則によるもの ―該当なし 

（要件：「500 世帯以上」に影響する、「２時間以上」に及ぶ放送事故があった場

合、総務省へ報告する。） 

 該当なし 

 

・電気通信事業法施行規則よるもの ―4件 

  （要件：利用者数３万人以上または継続時間２時間以上の障害事故があった場合は 

総務省に報告する。） 

 ①発生日時  令和３年１月７日 午後８時 41 分 ～ ８日 午前８時 38 分 

停止時間  11 時間 57分間 

被害状況  遠野市松崎町白岩６地割の一部でテレビ全チャンネル及びインターネ

ット、ケーブル電話が使用不能（３世帯） 

事故原因  経年劣化に伴うアンプ故障。アンプ交換により復旧。 

 

 ②発生日時  令和３年１月 15日 午前７時 30 分 ～ １６日 午前８時 25分 

停止時間  24 時間 55分間 

被害状況  遠野市上郷町平倉 19 地割の一部でテレビ全チャンネル及びインター

ネット、ケーブル電話が使用不能（５世帯） 

事故原因  ボックスカルバート地下の埋設管路内のケーブル異常と推測。仮説ケ

ーブル設置により復旧。 

   

 ③発生日時  令和３年２月２日 午前６時 00 分 ～ 午前８時 21分 

停止時間  ２時間 21分間 

被害状況  遠野市大工町、材木町、上組町でテレビ全チャンネル及びインターネ

ット、ケーブル電話が使用不能（３６７世帯） 

事故原因  東北電力の停電が原因となりアンプへの給電が停止したため。発電機

での給電により一部エリアで仮復旧。東北電力の停電復旧により全世

帯復旧。 

 

   ④発生時間  令和３年２月２日 午後４時 03 分 ～ ３日 午後３時３０分 

    停止時間  23 時間 27分 

    被害状況  松崎町白岩 31～32 地割、駒木 24 地割でインターネット、ケーブル電

話が使用不能（１７世帯） 

    事故原因  ケーブルの弛み部分が電柱足場と接触しており、風の揺れから長年の

摩擦によりケーブルが破損したため。ケーブルの切り替え作業により

復旧。 
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エ 加入状況                            （件） 

区  分 
（令和２年度） 

令和２年 11 月末 

加入数 

加入率 

（平成元年度） 

平成元年 11 月末 

加入数 

比 較 

テレビ 

遠野エリア ７，３０８  ８３．４％ ７,２８９  １９ 

宮守エリア １，５４３  ９９．３％ １,５３７    ６ 

計 ８，８５１  ８５．８％ ８,８２６  ２５ 

インター

ネット 

遠野エリア ３，１１２  ３５．５％ ３,０２８  ８４ 

宮守エリア ５９５  ３８．３％ ５６０  ３５ 

計 ３，７０７  ３５．９％ ３,５８８  １１９ 

 

   

◎４Ｋ対応型ＳＴＢ加入状況                    （台） 

４Ｋ 

ＳＴＢ 

設置 

台数 

令和元年度 令和２年度 
合計 

３月末 ～６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 

２４４ ２０ ７ 11 ９ ９ 11 ３１１ 
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４ 審  議 

 

（１） 放送番組の編集に関する基本計画および遠野テレビ放送番組基準について 

 

現在の基本計画及び放送番組基準の改正は行わないものとする。 

【参考】「放送番組の編集に関する基本計画（平成27年４月１日改定）」 

及び「遠野テレビ放送番組基準（平成27年４月１日改定）」 

 

（２） 令和３年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画（案）について 

ア 自主放送番組の取り組み 

取り組み計画 取り組み内容 

「月イチリポート」の継続に

よる地域資源の再発見と魅力

発信 

新型コロナウイルスの収束後、引き続き毎月１回のペース

で、その道にこだわりを持って頑張っている市民にスポッ

トを当て、様々な魅力を紹介していく。 

「遠野遺産を訪ねて」をブラ

ッシュアップ 

本年度から、「遠野遺産にぃ～ぐ」として２番組を制作し

た。構築した番組制作の手順を安定させ、今後はさらにペ

ースアップして制作に取り組む。 

自転車又は自動車で旧道など

を撮影し「街なか散策」もの

として制作 

本年度から、自転車に乗って遠野市内を散策（サイクリン

グ）する「ちゃりナビ」を制作した。試行錯誤して得たノ

ウハウを活かして、走行中の景色や風景が楽しめるような

場所を重点に制作に取り組む。 

遠野の「映える」風景を４Ｋ

カメラで撮影し、高画質映像

の制作 

「とおのばえる」は、今後も今のペースを保ちながら柔軟

性を持ってテーマをとらえ、「遠野」の４Ｋ映像コンテン

ツのアーカイブをさらに充実していく。 

「遠野まつり」等生中継番組

の企画内容の充実 

令和３年度は遠野納涼花火まつりが 30 回を迎えるなど、

大きなイベントも想定されることから、ソフト、ハード両

面からより充実した中継番組の制作に取り組む。 

アーカイブ番組編成の充実

（ゴールデンウィーク・お

盆・年末年始） 

自主番組の継続した制作と制作本数の増加に努め、特別編

成時の番組ラインナップの充実を図る。 

全国ケーブルテレビコンテン

ツ流通システムを活用した番

組編成の充実 

けーぶるにっぽん「躍動！JAPAN」シリーズのほか、他局

制作番組の中から、魅力的な番組を放送する。 
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河川カメラのリアルタイム映

像などによる災害報道の充実 

事前に予測がつく台風等においては、遠野市消防本部の協

力を得ながら「とおのタイム」で土のうの準備や避難情報

など、状況に応じたタイムリーな情報発信に努める。 

データ放送とスマホアプリに

よるＬアラート連携した緊急

情報発信 

サービスを継続して提供するうえで、緊急情報が正確に発

信されるようシステムチェックを実施し、確実な情報伝達

に努める。 

 

イ 編成計画 

(ｱ) 10ｃｈ（自主制作番組） 

番組名 放送日 中継 
収録 

編集 
備  考 

テレビ広報とおの 日～土曜日  ○ 
朗読ボランティア「かり

ん」による声の広報 

市長記者懇談会 
開催日 
（再放送/当日・翌日・翌々日３

回） 

 ○ 
発表項目についてノーカ

ットで放送 

遠野市議会中継 
会期中 同時中継 
（再放送/当日１回） 

○  本会議・委員会・臨時会

中継 

 

(ｲ) 11ｃｈ（自主制作番組） 

放送月 番組名 中継 
収録 

編集 
備  考 

４月 文化研究センター講座  ○  

５月 遠野物語ファンタジー  ○  

６月 

遠野桜まつり・南部神社例大祭  ○  

遠野郷八幡宮 こども流鏑馬  ○  

７月 

東北馬力大会 馬の里遠野大会  ○  

市内中学校総合体育大会  ○ 種目：野球 

８月 

全国やぶさめ競技 遠野大会  ○  

めがね橋ライブ  ○  

遠野納涼花火まつり ○  再放送あり 

遠野ミュージックフェスタ  ○  

９月 日本のふるさと遠野まつり ○  再放送あり 
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放送月 番組名 中継 
収録 

編集 
備  考 

10 月 

郷土芸能共演会 前編・後編  ○  

馬場めぐり 前編・後編  ○  

11 月 

遠野地区弁論大会  ○  

文化研究センター講座  ○  

市内小学校音楽祭  ○  

大きくなったら何になる？  ○ 
年長園児にインタビュー

（３月まで） 

12 月 

遠野地区中学校総合文化祭  ○  

第１５回遠野市民芸術祭展示部門  〇  

歳末たすけあい演芸大会  ○  

遠野少年少女合唱隊発表会  ○  

バレエスタジオ発表会  ○  

とおのタイム総集編  ○ 年末番組 

遠高、緑峰ダイジェスト  ○ 年末番組 

１月 

シルバー文化祭  ○  

成人式「はたちのつどい」 ○  再放送あり 

遠野市郷土芸能共演会前編後編  ○  

Unicycle Stage（一輪車）  ○  

２月 遠野郷神楽共演会 前編・後編  ○  

３月 

保育のつどい  ○  

遠野昔ばなし祭り  ○  

 
※ 新型コロナウイルスの感染状況により、変更又は中止となる場合があります。 
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(ｳ) 遠野テレビ開局２０周年特別企画番組 

２０周年記念番組 開催時期 備考 

囲碁又は将棋プロ棋士との対局教室 令和３年下期 東北新社協賛事業 

市民カラオケ大会 令和３年下期 
歌謡ポップチャンネル

協賛事業 

〇４月の遠野テレビ開局２０周年を踏まえ、「とおのタイム」のリニューアルを検討中。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、変更又は中止となる場合があります。 

 

【参考】 

放送番組の編集に関する基本計画（平成 27 年４月１日改定） 

 

１ 自主番組編成上の基本方針 

  今日、技術革新が進み、一般の情報ニーズも高まって、いわゆる高度情報社会

となってきている。この中で、遠野テレビでは、ＣＡＴＶの使命、役割の位置づ

けを十分認識して、次のような方針で番組編成を行う。 

 

（１）ＣＡＴＶがもつ社会性、公共性の意義を認識して地域社会に貢献することを

目指す。 

 

（２）ＣＡＴＶの持つ地域性を反映させ、住民の参加、協力を積極的に図り特色あ

るものとする。 

 

（３）行政・お天気チャンネル及びコミュニティチャンネルを設け視聴者のニーズ

に応える。 

 

（４）デジタル放送への対応を行い、電子番組表及びデータ放送などサービスの向

上を行う。 

 

  具体的なチャンネルプランは次のとおりである。 

チャンネルプラン デジタル放送 

行政・お天気チャンネル 10Ｃｈ 

コミュニティチャンネル 11Ｃｈ 
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２ 自主番組編成プラン 

（１）コミュニティチャンネル 

  遠野市のトピックス、身近なニュース等を中心にコミュニティ情報チャンネル

として位置付け、市民参加性と市民開放チャンネルとする。市販のパッケージソ

フトも調達し、教育・教養番組等も加える。 

 

（２）行政・お天気チャンネル 

  議会中継、広報、記者懇談会等の行政情報及び気象情報提供チャンネル。 

 

３ 放送内容一覧と使用周波数（チャンネル） 

 

１ 自主放送使用チャンネル 

使用周波数 

チャンネル 
チャンネル名称 備  考 

上り 30～36 MHz テレビ生中継用  

下り 10Ｃｈ 

 

 

11Ｃｈ 

行政・お天気チャンネル

（デジタル） 

 

コミュニティチャンネル

（デジタル） 

遠野テレビデジタル10 

 

 

遠野テレビデジタル11 

 

２ 自主放送の内容 

（１）デジタル放送 

チャンネル 放送番組 主な番組内容 備 考 

10Ｃｈ 
0：00～24：00 

(24時間) 

議会中継・記者懇談会 

広報(市役所) 

行政関係番組 

お天気 

データ放送 

VTR中心 

11Ｃｈ 
0：00～24：00 

(24時間) 

地域ニュース 

データ放送 
VTR中心 
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遠野テレビ放送番組基準（平成 27 年４月１日改定） 
 
１ 遠野テレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の反映に役立ち、平和で 
 豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世 

論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこ 
たえる放送を行う。 

 
２ 放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意すると 
 ともに即時性、普遍性、多様的など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、 
 内容の充実に努める。 

（1） 的確な地域情報の提供 
（2） 正確で迅速な放送 
（3） 健全な娯楽 
（4） 教育・教養の進展 
（5） 児童及び青少年に与える影響 
（6） 節度を守り、真実を伝える影響 

 
３ 次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての放送に適用する。 

（1） 人権・人格・名誉 
   ア 人命を軽視するような取扱いはしない。 
   イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。 
   ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。 

（2） 人種・民族・国際関係 
  ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。 
  イ 国際親善を妨げるような放送はしない。 
（3） 宗教 
   宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。 
（4） 政治・経済 
  ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。 
  イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについ 
   ては、特に慎重を期する。 
  ウ 意見が対立している公共の問題については、正しい法的措置を妨げるよ 
   うな取り扱いはしない。 
  エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるよ 
   うな取り扱いはしない。 
（5） 家庭と社会 
  ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 
  イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。 
  ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。 
（6） 犯罪 
  ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為 
   を是認するような取り扱いはしない。 
  イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。 
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（7） 性表現 
  ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注 
   意する。 
  イ 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほ 
   かは取り扱わない。 
  ウ 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を 
   与えないように注意する。 
  エ 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。 
  オ 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・ 
   卑わいな感じを与えないように注意する。 
  カ 出演者の言動・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって、卑 

わいな感じを与えないように注意する。 
（8） 表現 
  ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。 
  イ 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑わいな言葉や動作による表 
   現はしない。 
  ウ 人心に恐怖や不安又は不快な念を起こさせるような表現はしない。 
  エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮 
   する。 

オ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者 
の身体への影響に十分に配慮する。 

（9） 広告 
   ア 広告は、放送時刻を考慮し不快な感じを与えないように注意する。 
   イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるよう 
     な表現はしない。 

（10） その他 
     番組及び広告の企画、制作にあたり、本基準に定めのないものについては、 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の定める「日本ケーブルテレビ連盟放 
送基準」に準拠するものとする。 
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５ その他 

（1）ＦＴＴＨ整備の概要について ※別紙資料 

 

平成９年度から平成 12 年度において整備した遠野ケーブルテレビの旧遠野エ

リアの同軸ケーブルは整備から 20 年以上が経過し、経年劣化等により市民に安

定的なサービスを提供することが困難な状況となっています。 

近年頻発する自然災害時の情報伝達手段や新型コロナウイルスを想定した

「新しい生活様式」を実践するために、市内の伝送路網を光ファイバに整備し

ます。 

このことにより、市民皆様への情報伝達手段として安定した放送番組の提供

や、移住・定住・企業誘致などを進めるための通信の送受信データの大容量化、

高速化を整え、高度情報化社会に対応した情報の提供・発信機能の強靭化・充

実を図り安心・安全を提供します。 

 

〇光ファイバ整備の効果 

□幹線の冗長化により通信・放送を遮断しないで、通信データの高速・大容量

化と安定した放送環境の整備により市民へ安心安全を提供。 

＜新型コロナウイルス感染症に対応する「新しい日常・生活様式」の実践＞ 

□児童生徒の学習機会を確保するオンライン学習環境の整備。 

□テレワーク環境整備による交流人口、移住定住の推進。 

□高速大容量通信環境による、企業誘致の促進。 

＜新しい放送への展開＞ 

□パススルーによるＢＳ４Ｋ・８Ｋ放送、多様化するＩＰ放送への可能性。 

＜スマート社会実現への基盤＞ 

□将来的にはローカル５Ｇによる、スマート農業やセンサーによる災害情報の

収集など ⇒スマート社会の実現に向けた基盤となる。 
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（2）Ｌ字（データ）放送の緊急情報の改修について 

【現状】これまでの経緯 

市民への情報伝達手段として 

 〇L 字放送システム ⇒平成 24 年に消防が導入 

 〇データ放送  ⇒平成 30 年６月に情報連携推進課が導入 

 ※情報は消防からのエリアメール等の発信に基づく、データ放送で取り込み。 

【課題】 

〇Ｌ字システムの受信用サーバは R２年７月 15 日故障（H24 導入） 

【改善】 

 〇緊急情報があった場合に、コミチャン起動時した際のデータ放送の「緊急情 

報」画面が大きいことから、シンプルな画面の改善。 

〇エリアメール情報の自動取り込み以外にも、「消防」「遠野テレビ」がＣＭ

Ｓによる独自情報の発信が出来るようにした。 

 

＜改修前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改修後＞ 
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令和２年度 第１回遠野テレビ放送番組審議会議事録 

遠野テレビ放送番組審議会 

会議名称 令和２年度 第１回遠野テレビ放送番組審議会 

開催日時 令和２年６月 30日（火）午後 1時 30 分～    

会  場 遠野市役所とぴあ庁舎 大会議室 

出席委員 会 長 菊池 崇 委 員 藤原 稔 

副会長 石直 亮彦 委 員 荻野 高見 

委 員 菅田 トシ子 委 員 千葉 孝造 

委 員 小笠原 晃 委 員 中村 孝子 

委 員 菊池 タキ 委 員 菊池 武彦 

委 員 立花 和子   

欠席委員 委 員 赤坂 千賀子   

    

有線テレビジョ

ン放送施設者・

放送事業者 

副市長 飛内 雅之 

総務企画部経営管理担当部長 菊池 享 

事 務 局 ＩＣＴ担当課長 朝倉 宏孝  主任 菅野 圭一 

遠野テレビ   代表取締役専務        平野 智彦 

  統括マネージャー       佐々木 浩章 

報道制作担当サブマネージャー 松田 健一 

会議の経過及び審議結果 

１ 辞令交付 

 

２ 開会（経営管理担当部長） 

 

３ 市長挨拶（副市長） 

皆様こんにちは。 

所用により欠席の市長に代わりまして副市長の私から今年度１回目となる本審議

会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

まずもって委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただき感謝いたしますととも

に、ただいま辞令を交付させていただきましたが、引き続き委員をお願いするこ

ととになりました７名の皆様、また新たに委員をお願いすることになりました５

名の皆様には今回の委員の就任にあたりそれぞれお忙しいお立場のなか、引き受

けていただきまして、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 

新任の委員の方もいらっしゃいますので、本審議会の役割について、少々触

れさせていただきますと当審議会は、放送法また遠野市の条例で定められた審議

会でありまして自主放送番組の適正化を図るため番組についての基準や編集に関

する基本計画を審議し、市の方に答申するという重要な役割を持っている審議会

であります。先ほど述べさせていただきましたが、遠野テレビのより良い番組作

りに向けて、２年間ご支援ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げる次第で

あります。 

さて、平成 13 年４月に開局以来、19 年目を迎えます遠野テレビ、市民に良質

な番組を届けるため地域のメディアの担い手として、一生懸命番組作りに取り組

んできたところであります。 

加入率につきましては、開局当初 54.4％、4,555 件でスタートしたものが、今
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年の３月末では 85.5％、8,820 件。インターネットにつきましては、最近５年間

は毎年 100 件以上の加入がありまして今年の３月末では前年より 118 件増え、

3,623 件、加入率 35.1％と増え続けております。 

また、新衛星放送４K８K が視聴できる機器の整備、また今年の４月にはＣＳ

チャンネルを４チャンネル増やすなど市民のニーズに応えるべく日々努力してい

る所存であります。 

さらには、今般の国内外を混乱に陥れております新型コロナウイルス感染症

の影響等、ＩＣＴを利活用した、よくテレビで放送しておりますオンライン、リ

モート、テレワークの需要が高まっており、総務省では全国に光ファイバ回線を

整備する計画を２年間前倒しで進めるということを発表しております。令和３年

度末には、ほぼ光ネットワークを全世帯で利用できるようにしたいということを

発表していることもありまして市の方でも遠野テレビの回線の光化など、総合的

に高度情報化を推進するためにその体制を強化しようとすることで、遠野テレビ

でも異動の情報を流しましたけれども明日７月１日でこの遠野テレビを担当する

課としてのＩＣＴ担当が情報連携推進課として大きな形となって体制を強化して

この高度情報化に対応していこうということになっています。 

ますます遠野テレビが持つ役割は大きくなっていくものと思っております。 

本日は５月 11 日に放送しました、とおのタイムの「新型コロナウイルス感染

症の関連情報」について皆さんに視聴していただき、普段から視聴している遠野

テレビの番組を見て感じていることについてご意見を賜れればと思っておりま

す。視聴者の代表としてご意見を述べていただきたいと思います。その意見助言

につきましては今後の番組制作にきちっと反映できるよう努めてまいりますの

で、本日はよろしくご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

４ 委員及び職員の紹介 

 

５ 会長・副会長の選任 

課  長：ただいまより会議に入りますけども会長選任までの仮議長を菊池経営管

理部長にお願いします。 

部  長：暫時の間、仮議長を務めさせていただきます。資料の３ページの方に参

考までに遠野市ケーブルテレビジョン放送施設条例の抜粋を載せておりま

した。こちらの第 33 条第３項で「審議会には会長及び副会長を置き、委

員の互選により選任する。」とございます。この規定に基づく会長の互選

についてお諮りさせていいただきたいと思いますが、まずはどのような形

で選任いたしましょうか？ 

武彦委員：推薦。 

部  長：今、推薦という意見がありました。 

立花委員：事務局案。 

 部  長：事務局案と推薦という意見がありましたが、もし推薦がございましたら

推薦という形を取らせていただいてよろしいでしょうか？では、推薦をお

願いします。 

武彦委員：前の副会長の菊池崇さんがおいでなので、ぜひ崇さんにお願いしたい。

よろしくお願いします。副会長については、事務局に一任したい。 

部  長：ただいま会長におかれましては、菊池崇委員を推薦するということでし

たが、その他ございませんか？ 

委  員：なし 

部  長：それではなしの声がありましたのでそれでは、菊池崇委員を会長にお願

いいたします。 

課  長：以降の進行については遠野市ケーブルテレビジョン放送施設条例第33条
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第４項の規定によりまして会長が議長になるということになっております

ので、菊池委員には会長席の方で議事進行をお願いしたいと思います。 

会  長：改めましてこんにちは。会長に推薦頂いた菊池崇です。諸先輩方がおら

れる中で会長という立場ではございますけどもここは審議会という場です

ので皆さんのご意見がより活発になるような進行役ということで賜る所存

でありますので、ぜひ皆さんで活発な意見をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

会  長：副会長がまだ決まっておりませんので、副会長の選出方法について皆さ

んにご意見を改めて伺いたいと思いますけども、先ほど事務局案が出てお

りましたがそれで構いませんでしょうか？ 

委  員：異議なし 

会  長：異議なしの声がでましたので事務局からよろしくお願いします。 

課  長：副会長は石直委員にお願いしたいと思います。ご審議をお願いします。 

委  員：異議なし 

会  長：それでは異議なしとの声がありましたので、副会長は石直亮彦委員にお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。副会長になられました石

直委員に挨拶をお願いします。 

石直委員：副会長の石直です。ほんとであれば貴重な 40 代の小笠原君がいいんじ

ゃないかと思っておりましたが引き受けさせていただきます。会長には欠

席のないようにお願いします。よろしくお願いいたします。 

 

６ 会議成立の報告 

会  長：それでは会議成立の報告について事務局から報告願います。 

課  長：委員 12 名ですが本日の欠席は赤坂委員１名であり 11 名が参加しており

ます。遠野市ケーブルテレビジョン放送施設条例第 34 条第２項の規定に

よりまして「委員の過半数以上」により会議が成立することを報告しま

す。 

 

７ 報告（菅野主任） 

 資料の内容を一括して説明。 

（１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

（２）令和２年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画について 

（３）その他報告事項 

会  長：事務局から説明がありましたけれども確認したい点等ございますか？ 

石直委員：取材活動自粛中とあるが現在も自粛中ですか？ 

平野専務：現在は自粛していない。通常の取材活動を行っています。 

石直委員：こういった活動自粛に関して遠野テレビ独自の基準があります？ 

平野専務：遠野テレビでは３月 16 日の時点で遠野テレビにおける新型コロナウイ

ルスの対応方針について定めを出しています。その当時には岩手県には感

染者はいない状況でしたが、いつかは岩手県・遠野にも陽性反応者が発生

した場合でも、放送を絶対止めてはならないということからＡ班Ｂ班で１

日置きの勤務割体制を構築しながら対応してきました。陽性反応者は出ま

せんでしたから完全な２交代制は取らなかったわけですけども５月１日か

ら 10 日まで、２班体制の試行勤務を実施しました。Ａ班は出勤、Ｂ班は

テレワーク、在宅勤務ということで交代を繰り返しました。試行期間の中

でいろいろ課題もありました。これを整理して今後もしそのような体制が

必要な時には対応していきたい。今は、国の自粛も解除になりましたので

ほぼ通常の取材をしており、来月には中総体の大会が 11 日にありますの

で収録をする予定で準備を進めているところです。 
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会  長：二班にわけてコロナ対策を行っているということと 11 日の中総体につ

いてのお話がございました。石直さんよろしいですか？ 

石直委員：わかりました。 

会  長：何か質問がございましたら。小笠原さんあたり中総体に絡み何かありま

せんか？ 

小笠原委員：先ほど中総体の話がありましたけれども、今回は保護者２名しか見ら

れないということですので、できるだけおじいちゃんおばあちゃん兄弟に

も見させられるようにいろいろな競技を撮ってほしいなと思います。 

平野専務：中総体は例年ですと６月です。遠野テレビでは軟式野球は３試合録画で

放送する形をとっておりました。地区の大会が６種目ございます。６種目

に対して遠野テレビのスタッフを６班に分けましてそれぞれの種目を収録

する。１種目 10～20 分程度です。それを早ければ７月末、お盆前には放

送する計画で今準備を進めているところです。 

会  長：中総体にあっては今説明がありましたけれども今までは軟式野球３試合

を放送するということで、私も解説などに携わらせていただきましたが、

今年はコロナということもありまして、今年はいろんな競技を見に行けな

いという方がいらっしゃいます。やはり親御さんだけでなくおじいちゃん

おばあちゃんも競技を見たいという中で見に行けない状況です。なるべく

広くいろんな競技を遠野テレビというコンテンツもありますので、今の状

況下でより広くこの遠野テレビを通して見てもらうということだと思いま

すのでご理解願えればなと思います。 

会  長：中総体の話の他にコロナの話もありましたが他に意見はありますか？ 

立花委員：わからないので説明を伺ってもよろしいですか？遠野テレビの自主制作

番組について他のケーブルテレビ局さんから放送のオファーがあった。こ

れはどういうメリットがあるのですか？１本放送される毎に 10 万円入る

とかになれば収益に繋がるのかなと思ったのですが。 

平野専務：直接的に収益に繋がるものではありません。だいたい約 350 社全国にケ

ーブルテレビがございます。そのほとんどが日本ケーブルテレビ連盟に加

入しているのですが、そこに遠野テレビで作った番組を「どうぞみんなで

使ってください」とアップします。そこにアクセスした会社が延べ 48 社

ありました。そこで期待しているのは、一つの情報発信ということです。

遠野テレビが発信することによって交流人口の拡大等に繋がっていければ

市、テレビとしても有難いことだなと感じております。 

会  長：１番組いくらと言う事ではないのですね？ 

平野専務：無料です。逆に他局の番組も無料で見られるという事です。 

会  長：よいシステムですね。 

平野専務：ちなみに有料の番組もあります。こちらも制作側でこの番組は有料です

と決めるわけですが、アクセスは極端に減ります。そういった意味では遠

野テレビは第三セクターですので、情報発信という一躍を担うものだと考

えています。 

会  長：遠野物語ファンタジーやお祭りのアクセスが多いということが分かりま

した。大変良い質問をしていただきました。立花委員ありがとうございま

した。 

千葉委員：遠野テレビを見ようかとチャンネルを回すと固定カメラの画面しか出て

こないということがあります。この時間帯に他の番組、映像を流すことは

できないのでしょうか？ 

平野専務：定点カメラは今風の丘が工事で休んでおりますがその他にかっぱ淵、鍋

倉、めがね橋と３か所に設置しています。こちらの活用は番組と番組の

間、隙間を埋めているという形で使っています。１時間ずっと流している

という事ではありません。そこに当てはまる番組があれば私どもも放送で
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きるように工夫していきます。 

千葉委員：では見たときにたまたま固定カメラの映像だったということですね。わ

かりました。 

会  長：せっかくですので初めて参加された方もこの際全員に発言してもらおう

かと今思いました。まだ肩に力が入っているように思いますので武彦さん

よろしくお願いします。 

武彦委員：幅広く映像等を流していただいて、現在はコロナの影響で少なくなって

いると思いますけども、ドローンによる素晴らしい映像が流していただき

ました。これからの活用として陸上競技場や野球を空から撮影してみるの

も面白いと思います。また、撮影許可等も必要なのかもしれませんがそこ

ら辺を整理できれば遠野らしい風景を届けることができ、ほかのケーブル

テレビからも遠野の映像をもっと流してほしいとなるのではないかと考え

ますがご検討いただけますか？ 

平野専務：ドローンを活用するようになって７年くらい経ちました。県内でも全国

的にも早い取り組みでした。限られた人数でドローン専用のスタッフもい

るわけではない中、空いた時間で撮影するということで、いろんな使い方

がありますし、また制限も逆にあります。ドローンを使って今まで見たこ

とのない映像を遠野テレビでお伝えできるという効果もあります。できる

だけドローンを活用していい映像を流してまいりたいと思います。特に

「とおのばえる」はドローンでの４Ｋの撮影ができましてかなり質の高い

画質でお届けすることができます。今後も一層頑張っていきたいと思いま

す。 

会  長：菊池タキ委員よろしくお願いします。 

タキ委員：桜の時期は桜というように四季折々の映像が流れます。私たちがなかな

か行けないような川の風景や遠野遺産もこんなところがあるのかと家にい

ながら楽しむことができるというのは凄く良かったと思います。これから

も私たちが行かれないようなところを是非放送していただきたいと思いま

す。ただ、残念なことに松崎町では加入率が低いと聞いている。学校や保

育園のこと、災害の情報なんかも遠野テレビを頼りにしているという状況

でどこにアンテナを立てても民放が見られるからということで入らない方

たちが結構いるみたいですが是非遠野テレビさんにもっと加入してほしい

なといつも思っております。こんなにいい番組をやっているのに見られな

いのは残念だなといつも思っています。 

会  長：加入の努力はいろいろされているとは思いますけども黙っていても電波

が飛んできて見ることができるという所に住まわれている。逆に私が住ん

でいる宮守町は山ばっかりなので最初に遠野テレビが来た時に加入率がポ

ンと上がった。これからコロナのこともありましていろいろ見方が変わっ

てくると思いますから情報とはすごく必要になってくると思われます。

GIGA スクール構想とかは子供たちに３月から一人１台タブレットが来てと

いうことになると、この間の総合教育会議でもありましたし議会でも市長

が答弁しましたけれども、より遠野テレビの効果が出て、加入率も増えて

いくのではないかと個人的には思っています。 

中村委員：菊池タキ委員がおっしゃいました。私も、自然が好きで見ております。

そのほかに「とおのばえる」や月イチリポートの放送でこういう達人がい

らっしゃるんだなぁと隠れた才能をもった方がいらっしゃるということで

とても関心を持って見ております。個人事ですが達曽部の鉛筆画の方をご

存じですか？写真じゃないのかと思うくらいの鉛筆画なんですよね。これ

からも月イチリポートを楽しみにしております。 

荻野委員：年齢的に私等ではないなと思います。もっと若い人が来て今の形態にあ

った委員がいいのではないかなぁと思っておりましたけれども、年齢的に
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はお孫さんを持っている方たちだろうと思います。息子たちや娘たちより

も孫が出ていれば見るんですよね。ちょっとした時間でも撮って流してい

ただければ惹きつけると思います。今の時代には合わないような気がする

のだけれども遠野テレビを見てもらうには手っ取り早いのではないかなと

思います。 

会  長：視聴されている方は年配の方が多いのですよね？そういった方々に楽し

んでもらえるように構成しているとは思いますが是非若い人たちだけとは

言わずにご意見をお願いします。 

藤原委員：私は青笹の糠前というところに住んでいるのですが、未加入世帯が今も

あるんです。遠野テレビの話になってもその話に乗れない人がいます。未

加入世帯に対し、どのようなＰＲ、どのような働きかけを行っているので

しょうか？ 

会  長：未加入世帯について今までやってきたことなどありましたら説明をお願

いします。 

課  長：未加入世帯への加入促進ということですけども、まず生活保護世帯や高

齢者の非課税世帯については使用料を安くして少しでも多く入ってもらう

というような対応をしております。生活保護世帯、高齢者の非課税世帯の

減免を行っているのは加入者全体の８％ぐらいとなっています。あとはい

ろいろなチラシを遠野テレビの方で配布しています。今は通信ということ

でインターネットに入りたいというのが多くなっていますが、どうしても

松崎や遠野は地上波が映りますので遠野テレビ全体の加入者としては低い

という状況になっていますけども、引き続き使用料の減免制度を活用しな

がら経済的に難しいような方も入りやすい環境を作っていきたいと思いま

す。また、４月からは CS チャンネルを改編しましてスポーツ番組や映画

を増やしたりということで、自主放送以外にも遠野テレビに入ることのメ

リットをＰＲしていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

会  長：減免制度とか魅力的な CS チャンネルを揃えるということで対応すると

いうのは大事ではないかと思います。そこは期待していきたいと思いま

す。私も先日インターネットに入りましたが２万円の工事補助制度を活用

しています。そういったところも積極的にアピールして入っていただくこ

とを進めているという事なのでありがとうございます。 

以上で意見も大体出たということで次に進んでよろしいでしょうか？そ

れでは審議に進みたいと思います。事務局の説明をお願いします。 

 

８ 審議（菅野主任） 

（１）とおのタイム…新型コロナウイルス感染症の関連情報について 

   事務局からの説明後、５月 11 日放送分のとおのタイムを視聴 

会  長：遠野テレビの代表的な自主制作番組のとおのタイムで新型コロナウイル

ス感染症の関連情報、５月 11 日付けのニュースでしたけれども皆さんに

見ていただいてコメントしていただくということで、内容で気になったこ

ととか、こうすればいいんじゃないかということをざっくばらんに発言い

ただければと思います。 

菅田委員：申請書の申請方法をもう少し早く放送すればよかったかなと思いまし

た。内容については勉強になりましたし良かったと思います。コロナ関係

ばっかりが出てきたからそれによって困っている人もいるのではないのか

なと思いました。そういうことも情報の中にあればいいなと思いました。

混んでいるお店の状況とか逆にお客さんが少ない店の状況とかもあればよ

かったかなと思います。 

小笠原委員：非常にわかりやすい内容で放映していたなと思いました。松田さんも
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上手ですごく安心して聴けるなと感じました。以上です。 

石直委員：安定のとおのタイムですね。コロナに関しては分かりやすかった。担当

者の話があって最後、松田アナが補足という事だったが、現場の声が入っ

ていてとても良かったと思います。構成として最初にコロナの話があって

辛気臭い話が続いた中で母の日のホッとする話題があってよかったなと思

います。以上です。 

タキ委員：どこのチャンネルもコロナコロナだったのですが、やっぱり地元で申請

書にしても画面で書き方を見せてこういうのだよというのがあって良かっ

たと思いました。 

立花委員：テレビの画像が凄く良くなったという事と松田さんの声のトーンと力強

さ、速さがとても聞きやすくて本当によくわかります。長年やられていて

素晴らしいなと思います。ただ、堅い話を聞いていると人間の集中力は５

～８分が限度なんですね。だから途中でカット割りして自然の画像や音楽

を変えるとかちょっと切り替えて次に集中できるようにしてほしい。忙し

い時間帯でずっと座ってみるというのはこれでは飽きてしまうと思う。同

じトーンでいいんですが時々カット割りを変えていただければ、テロップ

でお知らせしたいことを長くしてその時自然とか音楽を流してもらえれ

ば、また見ようかなと思います。 

武彦委員：ＭＣの松田さんについては、皆さんおっしゃるとおり素晴らしいなと思

います。コロナという特殊な題材ですので暗すぎるということで、立花委

員がおっしゃられたように長くて硬い話になるとどうしても気が飛んでし

まうということになる。何回かに分けてやるというか、優先順位を決めて

理解させるとか時間内で配分できる形があればと思う。あとＢＧＭも大

事。最後の花はとても良かった。これがダメだということは全くありませ

ん。素晴らしいと思います。ただ、ちょっと一呼吸あれば今でも市民に寄

り添っていると思いますが、もっと寄り添えるのではないかと思います。

コロナをこれほど扱えるというのは遠野テレビならではの番組じゃないか

と感謝しております。 

中村委員：いろいろ出尽くした感じですが、商工労働ワンストップ相談窓口につい

てもわかり易かったですし、特別定額給付金の受付に関しては、市の方が

具体的にお話いただきわかり易かったです。３番目の遠野市新型コロナウ

イルス対策室からの新しい生活様式もよかった。皆さんがおっしゃってい

る花の話題についてもコロナも悪いことばかりじゃないんだなと。たくさ

ん注文が入ったと言っていました。あと松田さんの画面から訴える力が凄

く伝わってきます。そこらへんが凄く良かったです。ありがとうございま

した。 

千葉委員：ほとんどいう事ありませんが、一つだけ新しい生活様式の場面で細かい

表が８つありましたよね。あれを説明するときに１個１個アップにしてみ

たらもっとわかり易くなるのではないかと思いました。全体を写している

と目の悪い人は見え難いと思いました。必要なところだけでいいと思うの

ですが、大きく映した方が良かったかなと思います。あと皆さんがおっし

ゃるとおり松田さんの声が聞き慣れていますよね。遠くで放送されていて

も松田さんだとわかります。その他は言う事ないです。 

荻野委員：私も一言言わせていただきたい。普段あまりじっくり見たことはなかっ

たが、今日しっかり見させていただいた。いつもこの時間は晩御飯の時間

であり、あまりテレビをつけていない。しっかり見せていただき、これほ

ど素晴らしいものを作っているんだなと再認識させられました。ありがと

うございます。 

藤原委員：私は一つだけ。感動したことがありした。松田アナウンサーから「５月

10 日は何の日でしょう？」と問いがあって「母の日」であると。そして花
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屋さんを取材して１ヶ月「母の月」にしたんですよ。「10 日」でなくても

母親に花を送れるよ。ということでした。その中にこの番組の心優しさと

いうものをとても強く感じて素晴らしいなと。私は５月 11 日の放送を見

ておりませんでしたが、改めて見させていただいて素晴らしい取材だなと

感じました。 

会 長：委員の皆様ありがとうございました。共通して言えるのは基本的に言うこ

とは特にないけれども、ただ、より見やすいように市民の皆様に寄り添っ

て、こうすればもうちょっと良くなるとか、今は 100 点だけどもはたして満

点だろうかと言われるとまだ先があるのではないかと言うことでそれぞれご

意見をくださったと思います。それから松田アナウンサーも絶賛でした。今

後このご意見を生かしてより良い番組構成、番組作りを行っていただきたい

と思います。（２）その他については事務局、委員からありませんか？ 

以上をもちまして、審議を終了させていただきたいと思います。 

 

９ その他（課長） 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

   意見なし 

（２）その他 

千葉委員：私は自主防災組織をやっていますが集会所にテレビはありますが遠野テ

レビを引いておらずテレビが映りません。集会所は地元の人が月２～３回

使う場所でテレビのない状況で会議なり集会をやっているわけですけども

問題なのは災害の時です。避難したときに情報が全然つかめない。遠野テ

レビが見られないわけですから市で流している情報のほとんどが入ってこ

ない。ラジオはあるがラジオだけでは情報が不十分で入らない。そこで私

は宮守の４区なのですが、地区センターもありません。そういった集会所

に遠野テレビの回線は入れていただけないのかという事です。自主防災組

織の会議の際も要望を出しているのですが、なかなか実現されない状況で

すがその点についてお伺いします。もちろん自治会の方で使用料を支払え

ばいいのですが、集会所は毎日いるところではないし、必要ないのではな

いかといったほとんどの人の意見である。それでも災害時はやっぱり欲し

いなということもあって、消防にもお願いしているのですが遠野テレビさ

んや市の方に話は出ていませんでしょうか？ 

課  長：先ほどの千葉委員のお話は議会の一般質問でもありまして、まず１点は

遠野テレビではＢタイプといって地上波のみを見られるもので対応は可能

かなと思います。あとは使用料ということになると思います。月２～３回

ということで減免制度に乗せるということもできるのかなと思いっており

ますけども、遠野テレビとしては、避難所としてどういう対応でどのよう

に使っていくかということを消防、防災危機管理課の方で結論をだしてい

ただいたうえで、Ｂタイプの使用料減免という形はとれるかと思います。

ただ、地上波でのＮＨＫの受信料は減免の対象にはなりませんので受信料

の支払いの課題はあると思います。あとは避難所でも小さいところもあり

ます。どこまでを範囲にしてカバーすればいいのかなということもあるの

で消防、防災危機管理課の方でさらに検討している状況にあるということ

で報告させていただきます。 

藤原委員：うちの場合テレビは繋がっていないが電話は繋がっているので市が放送

する防災無線は聞ける状況です。 

課  長：補足になりますけども宮守町では行政防災無線を整備しましたが、今

後、市内の学校や避難所の方に防災行政無線の戸別受信機を入れて、情報

を流すという計画です。戸別受信機ですと放送があった時にしか鳴らない

わけですから通常の情報についてはどうしていけばいいのかといったとこ
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ろについては消防、防災危機管理課と協議していきたいと思っておりま

す。 

会  長：防災の面での遠野テレビの活用されることもいろいろあると思います。

今後よりよい方向に行けばいいなと感じております。他にご意見は無いよ

うですので本日の審議は終了とさせていただきます。長い時間ありがとう

ございました。 

 

10 閉会（経営管理担当部長） 

 


